
結果一覧 第48回日の出町元旦健康マラソン

No. 氏名順位

1.5km小学生男子（町内）

記録 所属居住地

1 日の出町39 清水 蒼斗 0:06:01 平井小学校 小6

2 日の出町10 堀田 祐陽 0:06:17 平井小学校 小6

3 日の出町15 浜中 司 0:06:20 平井小学校 小5

4 日の出町26 関口 和馬 0:06:26 本宿小学校 小6

5 日の出町40 清水 翔太 0:06:27 平井小学校 小3

6 日の出町24 八坂 悠慎 0:06:28 平井小学校 小4

7 日の出町27 星川 翔大 0:06:29 本宿小学校 小4

8 日の出町34 工藤 優剛 0:06:30 大久野小学校 小6

9 日の出町33 山田 明日希 0:06:33 平井小学校 小6

10 日の出町28 薄井 慈乃 0:06:38 平井小学校 小3

11 日の出町4 須釜 彪斗 0:06:46 本宿小学校 小4

12 日の出町17 倉本 旭 0:06:46 大久野小学校 小4

13 日の出町11 松坂 洸祐 0:06:48 大久野小学校 小5

14 日の出町23 石川 嘉麻 0:06:48 大久野小学校 小5

15 日の出町30 森田 凌空 0:06:57 本宿小学校 小4

16 日の出町5 深沢 大智 0:06:58 平井小学校 小3

17 日の出町19 月岡 慶汰 0:07:14 本宿小学校 小3

18 日の出町36 菅原 琉惺 0:07:18 小4

19 日の出町29 東 伶 0:07:18 平井小学校 小6

20 日の出町13 田中 颯 0:07:22 大久野小学校 小5

21 日の出町22 吉川 染無 0:07:24 本宿小学校 小2

22 日の出町1 内藤 詩 0:07:26 大久野小学校 小3

23 日の出町12 秋山 陽祐 0:07:28 大久野小学校 小6

24 日の出町7 小林 優太 0:07:35 本宿小学校 小5

25 日の出町8 山口 壮琉 0:07:37 平井小学校 小4

26 日の出町25 八坂 堂慎 0:07:38 平井小学校 小2

27 日の出町20 小薗江 志 0:07:45 本宿小学校 小4

28 日の出町31 藤中 優虎 0:07:55 平井小学校 小3

29 日の出町16 倉本 港 0:08:09 大久野小学校 小2

30 日の出町3 藤野 康生 0:08:12 本宿小学校 小3

31 日の出町37 松田 龍之介 0:08:15 小3

32 日の出町18 森本 竜太郎 0:08:36 平井小学校 小2

33 日の出町38 松田 旺史朗 0:08:50 小1

34 日の出町14 後藤 優人 0:09:06 大久野小学校 小2

35 日の出町6 森田 旭 0:09:40 大久野小学校 小3

36 日の出町9 小山 駈琉 0:09:43 本宿小学校 小4
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結果一覧 第48回日の出町元旦健康マラソン

No. 氏名順位

1.5km小学生男子（町外）

記録 所属居住地

1 青梅市53 武井 諒男 0:05:27 藤橋小学校 小6

2 あきる野市45 松本 惺 0:05:28 あきる野市立一の谷小学校 小6

3 神奈川県76 川口 貴城 0:05:34 小田原市立千代小学校 小5

4 福生市56 鬼頭 湊輝 0:05:35 福生市立第七小学校 小6

5 あきる野市70 北浦 刹那 0:05:36 小6

6 あきる野市54 内倉 颯太 0:05:39 あきる野市立五日市小学校 小6

7 あきる野市44 末宗 武将 0:05:42 あきる野KC 小5

8 あきる野市62 田中 健心 0:05:44 あきる野市立五日市小学校 小6

9 江戸川区47 西岡 楓真 0:05:46 夢∞幻 小5

10 あきる野市60 才間 大樹 0:06:00 あきる野市立東秋留小学校 小4

11 瑞穂町66 小山 義輝 0:06:04 瑞穂町立第一小学校 小5

12 国立市43 佐藤 太亮 0:06:07 国立市立第三小学校 小6

13 あきる野市42 東 翼作 0:06:08 五日市小学校 小3

14 青梅市48 枝久保 大和 0:06:22 青梅第一小学校 小5

15 千葉県46 久保山 武蔵 0:06:22 君津市立中小学校 小6

16 東大和市69 上村 奏太 0:06:22 東大和市立第十小学校 小4

17 中野区79 ウィサル ルフェット 0:06:25 小6

18 青梅市51 石井 倫弥 0:06:31 青梅市立友田小学校 小5

19 あきる野市58 奥山 司 0:06:31 かけっこクラブ 小4

20 あきる野市57 古澤 広大 0:06:42 あきる野かけっこクラブ 小6

21 あきる野市59 池田 祐真 0:06:43 あきる野かけっこクラブ 小6

22 あきる野市64 堀江 晄成 0:06:46 かけっこクラブ 小6

23 あきる野市61 島崎 彪 0:06:47 あきる野市立西小学校、あきる野かけっこクラブ 小6

24 神奈川県50 高橋 伶弥 0:06:48 横浜市立小田小学校 小3

25 福生市72 小林 拓仁 0:06:49 福生七小 小1

26 あきる野市71 北浦 陽向 0:06:54 小2

27 福岡県65 萩原 颯人 0:07:03 照葉小学校 小3

28 あきる野市63 山﨑 蒼大 0:07:19 あきる野かけっこクラブ 小4

29 青梅市52 八巻 凜玖 0:07:26 草加市立西町小学校 小4

30 武蔵村山市68 福留 健真 0:07:30 チーム　ケンシン 小3

31 東大和市75 菅野 玖一 0:07:35 小2

32 あきる野市73 北原 駿 0:07:38 草花小学校 小2

33 八王子市77 新奥 良太 0:07:42 小2

34 羽村市49 栗原 亮太 0:07:46 羽村市立富士見小学校 小1

35 昭島市78 石橋 二瑚丸 0:07:59 東小 小5

36 東大和市74 山中 陽翔 0:08:58 東大和市立第二小学校 小1
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結果一覧 第48回日の出町元旦健康マラソン

No. 氏名順位

1.5km小学生女子（町内）

記録 所属居住地

1 日の出町82 宮田 夢々楓 0:06:19 大久野小学校、あきるのかけっこクラブ 小6

2 日の出町87 市瀬 千花 0:06:34 大久野小学校 小4

3 日の出町84 羽生 美柚 0:07:00 大久野小学校 小6

4 日の出町90 岸 紗菜 0:07:06 大久野小学校 小6

5 日の出町93 野崎 妃葵 0:07:24 平井小学校 小3

6 日の出町89 関根 唯 0:07:26 大久野小学校 小4

7 日の出町86 後藤 菜々子 0:07:30 大久野小学校 小5

8 日の出町94 成瀬 智咲 0:07:48 日の出町立平井小学校 小5

9 日の出町91 星野 幸結里 0:08:12 本宿小学校 小3

10 日の出町81 小林 千恵 0:08:41 本宿小学校 小3

11 日の出町85 秋山 琴美 0:08:59 大久野小学校 小4

12 日の出町88 市瀬 花愛 0:09:14 大久野小学校 小2

13 日の出町80 深沢 智花 0:09:30 平井小学校 小1

14 日の出町92 和田 燈 0:09:35 大久野小学校 小2

15 日の出町83 青木 夏実 0:09:49 大久野小学校 小2

2019年1月1日 Page 3/16



結果一覧 第48回日の出町元旦健康マラソン

No. 氏名順位

1.5km小学生女子（町外）

記録 所属居住地

1 あきる野市95 東 希美 0:05:56 五日市小学校 小6

2 あきる野市105 原﨑 由衣 0:06:08 あきる野かけっこクラブ 小4

3 あきる野市97 末宗 弓奈 0:06:28 あきる野KC 小6

4 青梅市106 奥野 さくら 0:06:31 青梅市立友田小学校 小5

5 あきる野市101 原﨑 菜緒 0:06:32 あきる野市立前田小学校 小2

6 羽村市102 栗原 実咲 0:06:37 羽村市立富士見小学校 小5

7 青梅市119 田中 結琶 0:06:38 青梅第三小学校 小3

8 あきる野市98 末宗 希萊 0:06:42 あきる野KC 小3

9 あきる野市108 篠木 愛実 0:06:43 あきる野市立西秋留小学校 小6

10 江戸川区99 西岡 樹沙 0:06:44 夢∞幻 小3

11 あきる野市107 篠木 咲心 0:06:45 あきる野市立草花小学校 小3

12 福岡県111 萩原 千晴 0:06:59 照葉小学校 小6

13 茨城県125 渡邉 唯桃 0:06:59 小3

14 瑞穂町112 小山 優輝乃 0:07:00 瑞穂町立第一小学校 小2

15 あきる野市115 内藤 咲空 0:07:02 増戸小学校 小6

16 中野区126 ウィサル 凜ネリギス 0:07:03 小4

17 青梅市100 枝久保 悠衣 0:07:06 青梅第一小学校 小2

18 多摩市114 阿部 来望 0:07:07 多摩市立豊ヶ丘小学校 小5

19 八王子市109 蓮尾 結姫 0:07:23 青梅市立霞台小学校 小6

20 埼玉県117 髙橋 果歩 0:07:33 小5

21 羽村市110 岡部 菜月 0:07:33 羽村市立武蔵野小学校 小2

22 千葉県122 長内 さよ 0:07:59 小4

23 茨城県124 渡邉 志帆 0:08:14 小4

24 埼玉県96 三ツ木 天土 0:08:14 狭山市立新狭山小学校 小4

25 あきる野市118 高済 美帆 0:08:16 あきる野市立東秋留小学校 小3

26 埼玉県116 髙橋 沙良 0:08:24 小2

27 長野県104 友次 花 0:08:33 小5

28 千葉県123 長内 さえ 0:08:34 小2

29 昭島市113 野沢 智依 0:08:57 拝島第二小学校 小2

30 京都府103 沢田 杏花 0:09:23 京都市立山ノ内小学校 小5

31 青梅市121 北浦 一璃奈 0:09:24 今井小学校 小1

32 杉並区120 田村 愛莉 0:09:42 杉並区立桃井第五小学校 小2
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結果一覧 第48回日の出町元旦健康マラソン

No. 氏名順位

3km中学生男子（町内）

記録 所属居住地

1 日の出町202 野崎 大弥 0:12:40 明星中学校 中1

2 日の出町201 田中 睦葵 0:15:34 大久野中学校 中3
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結果一覧 第48回日の出町元旦健康マラソン

No. 氏名順位

3km中学生男子（町外）

記録 所属居住地

1 あきる野市204 清水 大成 0:09:52 あきる野市立西中学校 中3

2 あきる野市220 田村 憲伸 0:10:19 あきる野市立 西中学校 中2

3 青梅市210 武井 凜生 0:10:37 猪苗代中学校 中3

4 昭島市217 中原 秀明 0:10:49 清泉中学校 中2

5 あきる野市205 伊藤 礼哉 0:10:52 あきる野市立西中学校 中2

6 昭島市218 榎戸 琉晟 0:11:43 清泉中学校 中2

7 あきる野市209 小林 颯哉 0:11:47 あきる野市立東中学校 中2

8 昭島市208 伴野 晃平 0:11:50 昭島市立清泉中学校 中2

9 あきる野市214 下地 慶吾 0:12:04 東海大菅生中学校 中2

10 八王子市219 松枝 佑悟 0:12:05 中1

11 昭島市216 新居 海斗 0:12:05 清泉中学校 中2

12 埼玉県203 三ツ木 日波大 0:12:09 狭山市立堀兼中学校 中1

13 あきる野市212 下元 虹輝 0:12:17 あきる野市立東中学校 中3

14 長野県211 友次 晴 0:13:08 中2

15 あきる野市206 本多 洸希 0:14:05 福生第一中学校 中1

16 宮城県215 小玉 大輝 0:14:49 仙台市立柳生中学校 中1
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結果一覧 第48回日の出町元旦健康マラソン

No. 氏名順位

3km中学生女子（町外）

記録 所属居住地

1 あきる野市223 下元 香凜 0:12:19 あきる野市立御堂中学校 中1

2 八王子市227 新奥 恵香 0:12:36 中1

3 東大和市225 山口 実葉 0:13:01 東大和市立第四中学校 中2

4 多摩市224 阿部 心暖 0:14:40 多摩市立青陵中学校 中2
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結果一覧 第48回日の出町元旦健康マラソン

No. 氏名順位

3km一般男性（町内）

記録 所属居住地

1 日の出町311 金子 裕 0:11:38

2 日の出町304 羽生 祐樹 0:12:20 都立八王子桑志高校 高1

3 日の出町313 山本 茂之 0:13:14

4 日の出町303 秋葉 直也 0:13:27

5 日の出町309 橋本 真悟 0:14:09 お年寄リスペクト隊

6 日の出町302 秋山 祐己 0:14:11

7 日の出町310 宮野 友喜 0:15:13

8 日の出町312 松田 豊貴 0:15:20

9 日の出町308 青葉 友二 0:15:22

10 日の出町307 大久保 俊希 0:15:48

11 日の出町301 川島 敏彦 0:16:14

12 日の出町306 高橋 淳 0:18:04

13 日の出町305 村上 明夫 0:18:48
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結果一覧 第48回日の出町元旦健康マラソン

No. 氏名順位

3km一般男性（町外）

記録 所属居住地

1 福生市355 小林 拓道 0:09:50

2 八王子市338 新奥 孝太 0:09:51 東京高専

3 あきる野市350 中里 和彦 0:10:01

4 あきる野市360 菅沼 拓哉 0:10:08 都立東大和高校

5 青梅市353 村上 智哉 0:10:17 工学院高校

6 山梨県362 雨宮 俊祐 0:10:33

7 青梅市331 橋本 俊一 0:10:36

8 昭島市336 伴野 哲平 0:11:21 明星高等学校

9 羽村市359 須田 誠 0:11:51

10 青梅市347 清水 和彦 0:12:15 秩父卓球クラブ

11 長野県340 友次 隆将 0:12:16

12 埼玉県344 鈴木 謙良 0:12:44

13 あきる野市357 田中 伸幸 0:12:48

14 八王子市346 蓮尾 十無 0:12:58

15 多摩市349 阿部 知行 0:13:10

16 埼玉県363 小泉 常恭 0:13:18

17 奥多摩町319 中村 豊 0:13:55 秋川文化幼稚園

18 埼玉県345 鈴木 昭二 0:13:59

19 あきる野市348 茂木 慎洋 0:14:10

20 神奈川県320 齋藤 暢裕 0:14:18

21 東村山市324 藤井 博之 0:14:25

22 青梅市333 橋本 正邦 0:14:37

23 あきる野市335 宮崎 祥希 0:14:56

24 武蔵村山市342 髙橋 淳也 0:15:31

25 あきる野市334 宮崎 寛也 0:15:32

26 あきる野市341 小野 知哉 0:15:52

27 あきる野市332 宮崎 貴正 0:15:58

28 青梅市329 遠藤 元希 0:16:00

29 奥多摩町351 山田 親義 0:16:11

30 八王子市330 小倉 典夫 0:16:42

31 あきる野市326 角野 大輔 0:16:45

32 瑞穂町316 長谷部 光男 0:17:05 長岡走友会

33 神奈川県343 金丸 幸生 0:17:15

34 あきる野市339 野嵜 正夫 0:17:22

35 あきる野市361 渡辺 良弘 0:17:49

36 瑞穂町354 森谷 尚幸 0:17:59

37 武蔵村山市321 田中 定夫 0:18:34 宿SRC

38 八王子市315 栗澤 定彦 0:18:39

39 あきる野市358 渡辺 一彦 0:18:51

40 瑞穂町352 三谷 誠 0:19:51

41 埼玉県323 林 久夫 0:20:17

42 埼玉県356 中西 正人 0:23:01

43 神奈川県314 田村 勝政 0:23:47

44 羽村市388 宮澤 きよかず 0:24:12

45 神奈川県328 神成 秋郎 0:25:25

46 神奈川県337 小田 謙二 0:25:43 長竹走友会
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結果一覧 第48回日の出町元旦健康マラソン

No. 氏名順位

3km一般女性（町内）

記録 所属居住地

1 日の出町365 川脇 早耶香 0:15:31

2 日の出町366 関根 希 0:15:39 帝京八王子高校 1年

3 日の出町367 島田 恵 0:16:38
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結果一覧 第48回日の出町元旦健康マラソン

No. 氏名順位

3km一般女性（町外）

記録 所属居住地

1 福生市378 鬼頭 由味子 0:13:27

2 あきる野市379 下元 知美 0:15:02

3 あきる野市374 佐藤 久美 0:15:41

4 八王子市371 田中 真子 0:15:51

5 あきる野市382 才間 智子 0:15:52

6 青梅市375 橋本 三枝子 0:16:20

7 八王子市387 新奥 清香 0:17:08

8 あきる野市383 湯山 千里 0:17:21

9 長野県377 友次 浩子 0:17:40

10 日野市376 掛水 七子 0:17:52

11 青梅市385 北浦 奈々枝 0:18:13

12 羽村市381 清水 やすこ 0:18:39 都議会議員

13 あきる野市386 渡辺 純子 0:18:50

14 狛江市369 小川 真莉紗 0:19:19

15 八王子市380 蓮尾 幸枝 0:20:25

16 羽村市384 古賀 緑 0:21:43

17 狛江市370 小川 朋子 0:26:36
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結果一覧 第48回日の出町元旦健康マラソン

No. 氏名順位

6km一般男性（町内）

記録 所属居住地

1 日の出町403 石川 卓己 0:20:25

2 日の出町405 川脇 大輝 0:22:10

3 日の出町411 狩佐須 孝行 0:22:17

4 日の出町404 川脇 優輝 0:22:20

5 日の出町421 藤吉 辰留 0:23:32

6 日の出町422 宮岡 晴雄 0:23:45

7 日の出町410 林 陽一 0:23:51 はぶのらぼ

8 日の出町419 大島 わたる 0:24:28 都立立川国際中等教育学校

9 日の出町416 舘石 崇志 0:24:54

10 日の出町413 田中 大柊 0:25:02

11 日の出町407 青木 正寛 0:25:29

12 日の出町415 星野 大優 0:27:32 八王子学園八王子高等学校

13 日の出町401 橋本 猛 0:27:54

14 日の出町414 西岡 悠葵 0:28:07

15 日の出町418 石井 計男 0:29:23 石井カイロプラクテック

16 日の出町425 井上 透 0:29:51

17 日の出町412 西岡 吉保 0:30:05

18 日の出町406 三橋 智 0:31:03

19 日の出町409 松坂 彰彦 0:31:50 洸有クラブ

20 日の出町424 森谷 稔 0:33:25

21 日の出町408 原 孝 0:34:47

22 日の出町423 菅原 洋 0:34:55

23 日の出町420 原田 剛文 0:37:52 かとう

24 日の出町417 岸野 利幸 0:38:15
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結果一覧 第48回日の出町元旦健康マラソン

No. 氏名順位

6km一般男性（町外）

記録 所属居住地

1 千葉県544 小村 慶太朗 0:19:44 立川高校OB

2 福生市513 鬼頭 神威 0:20:01 都立富士森高校

3 八王子市520 新奥 佑太 0:20:08 都立南玉高校

4 神奈川県569 下島 千明 0:20:49 adidas SPEED SQUAD

5 青梅市535 田中 庸之 0:21:06

6 福生市509 塚越 健太 0:21:10 福生市陸協

7 昭島市558 藤野 岳春 0:22:06

8 あきる野市536 西村 翔馬 0:22:24 工学院大学Ⅰ部体育会陸上競技部

9 あきる野市493 久保木 智 0:22:34 5RC

10 昭島市564 石橋 誠 0:22:35

11 あきる野市500 篠塚 卓也 0:22:36 ㈱協和木工所

12 茨城県560 渡邉 守 0:22:50

13 昭島市477 山田 泰三 0:22:57 青梅陸協

14 滋賀県468 上杉 正明 0:23:10 ブリヂストン

15 青梅市507 武井 優太 0:23:17 埼玉栄高等学校

16 小金井市551 渡辺 猛 0:23:24

17 あきる野市554 大嶋 信昭 0:23:26

18 あきる野市527 坂本 康彰 0:23:27

19 江戸川区479 西岡 直樹 0:23:29 夢∞幻

20 町田市495 田中 一生 0:23:31 町田走友会

21 羽村市426 岡 尚志 0:23:48

22 青梅市472 遠藤 彩斗 0:24:04 埼玉栄高等学校

23 東大和市541 上村 和哉 0:24:09

24 あきる野市524 内藤 隆之 0:24:10

25 羽村市461 岡崎 安隆 0:24:20 青梅若草RRC

26 奥多摩町444 小峰 僚 0:24:20

27 檜原村567 芦川 雅一 0:24:29

28 昭島市523 野沢 龍司 0:24:42

29 埼玉県457 三ツ木 理大 0:24:56

30 八王子市526 松尾 雅也 0:24:58 富士森高校

31 青梅市555 牧内 大雄 0:25:17 CTデラシネ

32 青梅市545 遠藤 正志 0:25:26 日野自動車

33 八王子市568 瀬沼 誠 0:25:32 ダッシュ猫

34 羽村市498 梅林 繁 0:25:48 青梅三田走ろう会

35 あきる野市501 中川 貴裕 0:25:53

36 昭島市450 鈴木 清志 0:25:56

37 杉並区538 田村 伸吾 0:26:16

38 青梅市549 村上 憲二 0:26:18

39 あきる野市439 小山 和茂 0:26:20 青梅若草RRC

40 日野市516 亀山 幸太郎 0:26:27

41 福生市561 星川 賢 0:26:42

42 武蔵村山市537 福留 健洋 0:26:48 チーム　ケンシン

43 立川市436 大内 一男 0:27:00 IHIOB

44 あきる野市471 佐藤 英幸 0:27:03

45 埼玉県531 渋谷 哲夫 0:27:27

46 青梅市566 松本 洋一 0:27:32 WRT

47 埼玉県449 永嶋 正義 0:27:37

48 青梅市482 枝久保 敦郎 0:27:58

49 埼玉県510 大仁 秀男 0:27:58 IHI瑞穂

50 世田谷区492 野澤 忠相 0:28:05
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結果一覧 第48回日の出町元旦健康マラソン

No. 氏名順位

6km一般男性（町外）

記録 所属居住地

51 あきる野市543 北浦 正佳 0:28:11

52 立川市459 正井 浩樹 0:28:12

53 福岡県522 萩原 隆博 0:28:14

54 青梅市447 佐藤 春視 0:28:16 ほのぼのRUN

55 八王子市525 萩原 悟 0:28:18 八王子ランナーズ

56 あきる野市488 中野 周治 0:28:24

57 町田市539 嵐田 浩 0:28:26 町田いだ天

58 八王子市563 佐藤 智行 0:29:02

59 山梨県529 上原 千歳 0:29:21

60 青梅市455 小田島 敏 0:29:22 青梅むつみ会

61 あきる野市499 石田 敏 0:29:38

62 あきる野市557 成田 圭一 0:29:43

63 あきる野市515 一瀬 星和 0:29:44 あきる野かけっこクラブ

64 あきる野市502 窪島 隼 0:29:45

65 埼玉県453 下田平 春雄 0:29:46

66 日野市550 内山 史朗 0:29:50

67 青梅市464 芦澤 邦継 0:29:50

68 埼玉県547 篠山 裕一 0:29:52 ゆたかなあい

69 羽村市463 榎戸 清 0:29:54

70 埼玉県528 牧野 好和 0:29:56

71 あきる野市480 茂木 英成 0:30:12

72 あきる野市518 塩野 和昭 0:30:16

73 あきる野市512 内倉 茂夫 0:30:24

74 羽村市456 高橋 幸之助 0:30:31 羽村健康クラブ

75 青梅市521 原嶋 弘 0:30:50

76 青梅市430 加藤 勝康 0:31:10

77 東大和市474 植野 裕司 0:31:13 だいちゅうC

78 あきる野市533 加藤 昇 0:31:15

79 あきる野市470 佐藤 快 0:31:18

80 福生市553 青木 孝吉 0:31:30

81 瑞穂町519 臼井 忍 0:31:49

82 八王子市570 小松 謙也 0:32:10

83 静岡県485 佐藤 愼一 0:32:11

84 あきる野市491 野間 昭 0:32:15 八王子AC

85 福生市534 石橋 完介 0:32:17 福生RC

86 青梅市486 石倉 一夫 0:32:18

87 あきる野市532 大澤 達哉 0:32:33

88 青梅市452 島﨑 昌之 0:32:49

89 青梅市427 大森 利雄 0:33:04 青梅走ろう会

90 国分寺市530 杉田 直実 0:33:15 関専１０Ｅ

91 青梅市466 内野 豊一 0:33:21

92 青梅市508 東 陽三 0:33:40

93 あきる野市462 原田 征三 0:33:40

94 狛江市552 深澤 久 0:33:43

95 あきる野市517 秋山 義男 0:33:45

96 愛知県473 安達 光 0:33:49

97 東大和市556 菅野 孝 0:33:58

98 羽村市497 多田 利規 0:34:10 羽村健康クラブ

99 羽村市465 安達 武史 0:34:17

100 埼玉県483 阿部 利美 0:34:20
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結果一覧 第48回日の出町元旦健康マラソン

No. 氏名順位

6km一般男性（町外）

記録 所属居住地

101 立川市505 高橋 克徳 0:34:30

102 あきる野市441 山本 清 0:34:34 五日市RC

103 福生市435 横田 哲男 0:34:45 五日市RC

104 東大和市496 閏間 栄二 0:34:50 おうめLL

105 青梅市429 髙橋 寅男 0:34:51

106 千葉県511 今崎 孝則 0:34:53 T-GUTS改

107 八王子市559 城定 茂 0:34:55

108 青梅市490 野村 竹男 0:35:00 河辺選X

109 足立区437 小夫家 彰造 0:35:22 オッケー牧場

110 八王子市548 辻 康裕 0:35:25

111 東大和市475 植野 博 0:35:49 だいちゅうC

112 羽村市503 門倉 統 0:35:51 羽村健康クラブ

113 東久留米市478 村田 幹雄 0:36:23

114 瑞穂町433 尾作 哲也 0:36:35

115 栃木県454 栗林 徳治 0:36:46 栃木元気走会

116 八王子市446 八木下 一郎 0:36:51

117 青梅市467 登 享一 0:37:02 東幸RC

118 羽村市484 佐藤 則男 0:37:56

119 八王子市431 磯田 美智雄 0:38:20

120 あきる野市451 千葉 正夫 0:38:22 IHI

121 青梅市440 深澤 義幸 0:39:44

122 青梅市434 佐藤 孝男 0:40:11

123 八王子市504 浦辺 雄二 0:40:21 柚木どんぐり会

124 埼玉県540 内野 昌栄 0:40:49 武蔵ML駆楽舞

125 埼玉県460 浅田 誠司 0:41:34

126 青梅市432 鈴木 逸郎 0:41:58

127 青梅市438 比留間 祥郎 0:42:20 青梅むつみ会

128 青梅市428 菊入 正芳 0:42:49 青梅走ろう会
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結果一覧 第48回日の出町元旦健康マラソン

No. 氏名順位

6km一般女性（町外）

記録 所属居住地

1 あきる野市585 小林 萌香 0:22:46

2 羽村市573 岡 いずみ 0:25:38

3 あきる野市590 北原 有紀 0:26:44

4 あきる野市593 渡辺 あいり 0:26:53 あきる野KC

5 東大和市580 植野 智恵子 0:28:18 だいちゅうC

6 あきる野市575 本多 春江 0:28:33

7 中野区594 ウィサル 裕紀子 0:31:08

8 青梅市582 枝久保 理子 0:31:33

9 福生市589 高橋 由美子 0:33:30

10 東大和市583 閏間 章友子 0:34:48 おうめLL

11 福生市591 庭田 量子 0:35:03

12 青梅市584 北村 純子 0:35:40 柚木どんぐり会

13 品川区586 真野 忍 0:35:55

14 八王子市576 八木下 芳枝 0:36:09

15 神奈川県588 若木 陽子 0:36:17

16 東村山市592 樋口 美早紀 0:36:26

17 青梅市574 髙橋 智子 0:37:00

18 青梅市577 橋本 ヨウ子 0:37:36

19 青梅市578 築地 秀子 0:41:33
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